月受講生募集

※詳細は左記にお問い合わせください。

問日田市技能大会実行委員会事務局
（商工労政課雇用・労働環境係）
☎㉒８２３９（市役所３階）

募集
第 回「おおいた教育の日」
エッセー募集

さい。
ています。

通訳ボランティア募集
フェンシング競技ナショナルチー
ムのトレーニングキャンプにおける
通訳を募集します。
■とき・ところ
９月８日㈮〜 日㈬
午前８時 分〜午後７時
日田市総合体育館など
■募集言語 英語・ロシア語・スペ
イン語（日常会話程度）
■申込期限 ８月 日㈬
※詳細は左記にお問い合わせください。

問体育保健課スポーツ振興係
☎㉒８４４２（市役所別館２階）

ビズサポひた・大分県よろず
支援拠点共催セミナー
日田市ビジネスサポートセンター
（ＢＩＺサポひた）では、毎月第３金
曜日にセミナーを実施しています。
■とき・ところ
８月 日㈮、９月 日㈮
午後１時〜３時
日田玖珠地域産業振興センター２階
■内容 Ｌ Ｉ Ｎ Ｅ ＠ 入 門 ・ 活 用 セ ミ
ナー（事業者向け）
■講 師 堀 寿 弘 氏 （ 大 分 県 よ ろ ず
支援拠点コーディネーター）
会も行います。個別相談会は左記にお

※セミナー当日は、講師による個別相談
申し込みください。

簿記講座開催

※ただし、

月 ９日 ㈷ ・

月 ３日 ㈷ は 除

仕事に生かせる知識や資格取得に
向けて勉強したいという人のため
に 、 日 商 簿 記 ３級 受 験 対 策 講 座 を 開
催します。
■とき ９月 日㈪〜 月８日㈬
午後７時〜９時
（毎週月・水・金曜日の計 回）
く。

■ところ
日田商工会館４階 議員サロン
■受講料
３０００円（テキスト代含む）
■募集数
人（８月 日㈭締切）
■申込方法 ジョブカフェおおいた
日田サテライト・日田商工会議所
で申込み
問ジョブカフェおおいた日田サテラ
イト☎㉓６８９８
日田商工会議所☎㉒３１８４
商工労政課雇用・労働環境係
☎㉒８２３９（市役所３階）

タウン情報

□参加費
男性３０００円・女性２０００円

問教育総務課総務企画係
☎㉒８２３４（市役所別館３階）

林業・木材製造支援講習受講者募集
就職・就業派遣を希望する 歳以
上の人を対象に受講者を募集しま
す。
□とき・ところ
９月 日㈫〜 日㈪のうち4日間
アオーゼ
□募集期間
８月２日㈬〜９月６日㈬ 必着
□募集数
人（９月 日㈫選考
会）

※食事代含む。

問日田市ビジネスサポートセンター
☎㉘５５２０
商工労政課地域産業支援係
☎㉒８２３９（市役所３階）

自死遺族のつどい
大切な人を自死で亡くされたご遺
族を対象に、気持ちの分かち合いを
行います。
□とき・ところ
９月３日㈰ 午後２時〜４時
大分県こころとからだの相談支援
センター（大分市）
□参加料 無料

□申込期限

日㈫

※再婚希望、子供がいる人も参加できます。

※男性は市内在住者。

８月

問三花公民館☎㉔９１４４

10
広報ひた

公共職業訓練
離職した人が再就職に必要な知識
と技能を習得するため、職業訓練を
実施します。
■受講期間
月２日㈭〜平成 年４月 日㈮
■申込期限 ９月 日㈫
■説明会 ８月 日㈫、９月 日㈫

回日田市技能大会

イベント

問大分職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター大分）
☎０９７‐５２９‐８６１５
社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０（市役所１階）

第
「おおいた教育の日」の趣旨を普
及し、学校、家庭、地域が教育の協
働の取組を推進するため、大分県
民・大分県に思いをよせる人を対象
にエッセーを募集します。
■テーマ 私が学んだこと
■募集期限
９月４日㈪（当日消印有効）
■応募先 大分県教育の日推進会議
事務局（県教育庁社会教育課）
大分市府内町３丁目 番１号
☎０９７‐５０６‐５５２８

■とき・ところ ８月 日㈰
午前８時 分〜（開会式）
日田玖珠地域産業振興センター２階
■競技部門 大工、配管、電工、左
官、日田共同高等職業訓練校
■実演・展示 表具、左官、建具塗
装、畳 他
・包丁研ぎサービス（先着 人、一
人２本まで）
※折れた包丁は研げません。

※ 市 役 所 ３日 以 内 窓 口 に 募 集 要 項 を 置 い

※詳細は県教委ホームページをご覧くだ

・夏休みの工作コーナー（銅版レリ
ーフ 人、木のおもちゃづくり
人）午前 時〜先着順
※木のおもちゃづくりは保護者同伴。

・苗の無料配布
・のみの市 午前 時〜
・おたのしみ抽選会（抽選券配布午
前９時 分〜）

第

※左記に電話でお申し込みください。

「出会い（婚活）の集い」参加者募集
結婚を真剣に考えている男女に対
し、バスツアーの参加者を募集しま
す。
□とき・ところ
９ 月 日 ㈰ 午 前 ９ 時 〜 午 後 ２時
市内観光農園など
□対象
〜 歳までの独身男女
□募集数 各 人（先着順）

□申込期限 ８月 日㈪
問大分県こころとからだの相談支援
センター
☎０９７‐５４１‐６２９０

回中津江ミュージックフェスティバル

※参加料、テキスト代は無料です。

中津江村栃原グランド盛り土ステージ
※詳細は左記にお問い合わせください。

年度日田はぎの園納涼盆踊り大会

問うたう村実行委員会☎㉔８０８１
平成

□とき・ところ
８月 日㈫ 午後７時〜９時
日田はぎの園
問日田はぎの園☎㉔３５０８

18

60

30

桂林公民館
問一般社団法人日田職人会（原田）
☎０９０‐７９８２‐８２２２

※詳細は左記にお問い合わせください。

野外音楽祭を川のほとりの会場で
行います。
□とき・ところ ８月 日㈯
午前９時〜午後５時

問公益社団法人大分県シルバー人材
センター連合会
☎０９７‐５４０‐６３１３
日田市シルバー人材センター
☎㉔７６７６
行政書士無料相談会
遺言や遺産相続、契約書・内容証
明作成、不動産関連の行政手続きな
ど無料で相談に応じます。
□とき・ところ
８月 日㈬ 午後１時〜４時
大分県行政書士会（大分市）
※詳細は左記にお問い合わせください。

住まいの無料相談会
雨漏り、建具、壁、樋など住まいの
傷みについて無料で相談に応じます。
□とき・ところ
８月 日㈰ 午前９時 分〜正午

11

11
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問人権啓発センター
☎㉒８０１７（市役所別館１階）
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問大分県行政書士会事務局
☎０９７‐５３７‐７０８９

こころちゃん
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「答申」に記された思い…
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＜同和問題は必ず解決できる＞
今から52年前に出された『同和対策審議会』
答申で明確にされた考えは、同和問題は人間に
よってつくられた差別であり、人間が解決でき
ないものではないことを示しています。言い換
えると、同和問題の「起因、歴史、経過」など
を正しく学べば、いかに理不尽な問題であるか
を認識できることを指摘しています。
答申の中で、部落差別は「心理的差別」（差
別的な言動、偏見など）と「実態的差別」（イ
ンフラの未整備など）に分けられ、それぞれの
差別が作用し差別が繰り返される悪循環にある
と記されています。
この答申と差別の実情を基に、国は速やかな
問題解決に向けた特別対策を昭和44年から33年
間実施しました。その間の様々な取組によっ
て、生活環境などの格差の解消は進み「実態的
差別」には一定の成果がみられました。しか
し、その一方で「心理的差別」に大きな変化は
ないままでした。
それどころか、「一定の成果」を受け、「同
和問題は終わった」、「もう、そっとしておけ
ば無くなる」という感情（意識）が強まり、結
果として「心理的差別」の実態が見えにくくな
ってしまう現実が明らかになってきました。
今もなお、インターネット上での差別的な書
き込みや結婚差別が起きています。昨年12月に
出された『部落差別の解消の推進に関する法
律』にも「現在もなお部落差別が存在する」と
明記されているように、部落差別は解消されて
いません。
答申の前文に、同和問題の「早急な解決こそ
国の責務であり、同時に国民的課題」と謳われ
て52年。答申の基本原則は今も色あせることは
ありません。いま改めて答申に学び、「同和問
題の解決なくして、真の平等はなし」の強い思
いを胸に、解決に向けた歩みを止めてはなりま
せん。
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心、豊かに
人権コラム

くらしの情報
次回の広報ひた８月15日号は、８月16日㈬に発送します。
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